
KEIRO®’s Board of Directors is currently engaged in in-depth 
planning to develop KEIRO’s operational and programmatic strategy 
to achieve maximum community benefit in the coming decade.  
The New Vision Framework describes core components that serve  
as the roadmap for KEIRO’s long-range planning going forward. 

K E I R O ‘ s  N E w

V I s I O N
F R a m E w O R K

KEIRO’s New Vision Framework is presented in a series of six eNewsletters (originally 
issued June-September 2016) and has been adapted for print in this publication. 
We will continue sharing other aspects of the Vision Framework in the following 
newsletters. Missed an issue? KEIRO’s eNewsletters and publications are available 
online: www.keiro.org/news/.

KEIRO is expanding our reach from a focus on long-term health care facilities to 
broadly engaging and supporting thousands of Japanese American and Japanese 
older adults throughout Los Angeles, Orange, and Ventura counties. KEIRO provides 
services to older adults and caregivers, along with programs for residents of KEIRO’s 
former facilities—helping older adults in Our Community to age the way they choose.



K E I R O ’ s  N E w  V I s I O N  F R a m E w O R K  •  F I R s t  I N  a  s I x  pa R t  s E R I E s

The Mission Continues

The name “KEIRO” – respect for the elderly – symbolizes the 
organization’s founding commitment to supporting the seniors in the 
Japanese American community live with the dignity and compassion 
which they surely deserved. And as long as there are seniors in the 
Japanese American and Japanese community who require a culturally 
sensitive approach to support, KEIRO’s commitment to enhancing the 
quality of their lives will continue.

KEIRO’s mission remains the same:

To enhance the quality of senior life in Our Community

With seniors’ increasing desire to age in place at home, with  
payers’ decreasing utilization of facility-based care, and with  
more acculturation, it would have been easy to declare,  
“Mission accomplished.”

Yet, KEIRO realized that support for seniors may be even more critical 
now than in 1960, when KEIRO was founded.

Society is getting older.

In 1960, when KEIRO was being planned, 9% of the U.S. population was 
65 years and older; by 2010, it was 13%, and the 2030 projection – just 14 
years from now – is 20%! Not only has the percentage of the older adult 
population increased, the numbers have, as well – 16,500,000 in 1960 to 
40,268,000 in 2010 to a projected 72,774,000 by 2030. 

https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2014/
demo/p23-212.pdf

In addition, 97% of the people age 65 or 
older are aging at home rather than in a 
nursing facility. Our Japanese American 
and Japanese community is also 
getting older, we are living longer, we 
are choosing to live at home as long as 
possible, and knowing this, it is obvious 
that KEIRO’s mission must continue. 

In this commitment to mission, the 
“community” is defined as Japanese 
American and Japanese older adults and their families, caregivers, and 
the community organizations that support them. Moving from facility 
based services where KEIRO could serve up to 600 people at any time, 
we know that there are approximately 70,000 Japanese American and 
Japanese seniors who have or will have needs in Los Angeles, Orange, and 
Ventura counties. For each senior who needs support, there are many 
more family and informal caregivers.

There is much work to be done before anyone can say  
“Mission accomplished.”

Going forward, KEIRO is expanding its reach from  
a focus on long-term health care facilities to broadly

Engaging and Supporting thouSandS of  
JapanESE amEricanS + JapanESE oldEr adultS

in Los angeles, Orange, and Ventura counties.
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Three Program Areas

This second part in KEIRO’s Vision Framework Series describes the new 
programmatic focus. The Board has identified three core program areas:

1. Services to Older Adults
One quarter of all Japanese American adults are 65+. This is twice the 
number of 65+ adults in the general population. The proportion of  
older adults in Our Community is increasing at an accelerated pace  
and Japanese American and Japanese older adults in the region are  
living longer.

KEIRO seeks to support Japanese American and Japanese older adults 
to age with confidence by equipping them with knowledge, resources, 
and assistance, so they can effectively manage their lives and wellbeing 
wherever they call home. KEIRO will work cooperatively with 
community partners and agencies in order to:

•	 	Improve	the	health	and	circumstances	of	older	adults	through	the	
holistic lens of Genki Living® principles 

•	 	Support	older	adults	who	desire	to	live	independently	as	long	 
as they are able to do so safely

•	 	Foster	a	sense	of	community	among	Japanese	American	and	Japanese	
older adults to reduce isolation

•	 	Educate	older	adults	and	their	families	to	make	informed	decisions	
and thoughtful plans including regarding end of life issues

2. Support of Caregivers
Today, almost 1 in 3 Japanese Americans 
is a caregiver. There are close to 57,000 
Japanese American and Japanese 
caregivers in Los Angeles, Orange, and 
Ventura counties. Two-thirds are women 
and most are family members. 

Caregiver demands and burdens are 
increasing as people are living longer 
and are choosing to live at home, rather 
than institutional settings. Caregivers 
often face tremendous and unrelenting stress and burdens associated 
with their roles as caregivers, and for many, the demands increase over 
time and there is little respite.

KEIRO looks forward to continuing 
and expanding our work with fellow 
service providers, local agencies, 
and community centers to enhance 
the support systems of caregivers 
including addressing the physical, 
psychological, and financial burdens 
of caregiving. We want to help foster 
a sufficient pipeline of well-trained 
caregivers, both professional and 
informal, who are able to provide in-home, culturally sensitive, and 
appropriate care along a continuum of needs.

3. Programs for Residents of KEIRO’s Former Facilities
KEIRO remains committed to the residents of its former facilities. The 
third core program area focuses on providing support, resources, and 
programming to complement that provided by the current owners and 
operators. The goal is to ensure continued culturally sensitive programs.  
As a first step, KEIRO will continue managing the volunteer program 
at the four facilities, working closely with the residents, facilities 
management, and community organizations.

Each of the three program 
areas will be centered in 
Genki Living principles and 
will be guided by well-
defined goals, measurable 
outcomes and impact, and 
objectives that are based on 
community input.

It “takes a community” 
to care for an older adult. 
According to the 4th 
International Conference 
on Health Wellness and 

Society, March 2014, “in addition to the familial support, community 
partnerships are imperative for the sustaining of older adults in their 
respective homes…It takes the collaboration of multiple well woven 
community resources to meet the needs of older adults who are aging  
well in place despite (chronic) conditions.”

As Henry Ford said, “Coming together is the beginning, keeping together 
is progress, working together is success.”
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Striving to Achieve Maximum Impact by Serving  
Those with Highest Need

KEIRO’s constituency is expanding to potentially the over 70,000 Japanese 
American or Japanese older adults, their families and caregivers in Los 
Angeles, Orange, and Ventura counties. 

However, financial and staffing resources are finite. Thus, the KEIRO Board 
wants to achieve maximum impact by prioritizing how KEIRO can best 
serve those with the highest needs. Here are characteristics of some of the 
most vulnerable older adults in Our Community:

Low income: Statistics can be misleading. Although overall, Japanese 
Americans have one of the highest average incomes of Asian American 
groups, there are many Japanese Americans and Japanese older adults with 
very limited income or savings, or may only have the asset of their home.  
A medical or other type of emergency can tip the balance and quickly 
erode financial resources. 

Older adults with limited financial means are at risk for not being able to 
provide for their basic needs (e.g., food, housing, or health care). They are 
not able to contract for support services in the home, either to help during 
a critical episode or on a regular basis due to overall declining health or 
loss of mobility. Cultural norms and a sense of pride and responsibility to 
care for oneself, can mask the vulnerability of very limited resources and 
make it challenging to connect with outside assistance.

Isolation: Isolation is one of the most under-recognized issues facing all 
older adults, including Japanese American and Japanese seniors. Research 
has linked the lack of regular social interaction to depression, despondency, 
serious erosion of health status, early onset of mental disorders or mental 
loss, and even premature death. Older adults, including Japanese American 
and Japanese seniors can get isolated and cut off when they:

	 •		Have	reduced	social	support	systems	as	they	age,	with	the	passing	of	
spouse, friends and relatives

	 •		Have	family	at	a	geographic	distance	(e.g.,	out	of	the	region	or	out	
of country) and thus, cannot play a role in caregiving or emotional 
support

	 •		Have	moved	from	their	long-established	homes	to	reside	with	 
their adult children and have not been able to create a new circle  
of friends and familiar community connections

	 •		Reside	in	facilities	but	are	without	visitors

Multiple Health Conditions: It is common for older adults, especially 
those over 75 years of age, to be grappling with 4 or more conditions, often 
with interconnected complications requiring multiple medications. This 
complexity puts pressure on personal financial resources and requires 
high levels of physical support. It affects family caregivers, and needs only 
worsen over time.

There is also very little in-home monitoring to identify challenges or 
barriers for older adults including: home safety, adequacy of caregiver 
support, and lack of mobility that threatens nutrition and compliance  
with health care regimes.

Memory and Cognitive Disabilities: Older adults with declining mental 
capacity, especially those experiencing dementia and Alzheimer’s, 
are among the neediest populations. Memory loss and cognitive 
disabilities place enormous stress on family caregivers, both physically 
and also psychologically. Not only is their family member’s condition 
steadily worsening, but caregivers are also battling the emotional loss 
of recognition of their relationship to their loved one. In fact, research 
demonstrates that the stress on family caregivers, resulting from the 
support they provide to an older adult with memory or cognitive 
disabilities, leads to the decrease in their own health status and even 
premature death.

Monolingual Japanese: Older adults 
with limited English proficiency may 
not be comfortable speaking and 
communicating in English and can 
face intense barriers in accessing care 
and services.

In addition, familiarly with the 
culture, infrastructure and service 
delivery models are critical to 
participating and functioning 
within society. For example, in Japan health and support systems are 
the responsibility of the government and every citizen is entitled to 
appropriate and comprehensive care. In the U.S., the system requires 
elaborate application, a maze of eligibility challenges, and tiered, non-
standardized services. Individuals with permanent residency status who 
have earned benefits like Social Security and Medicare might not be 
accessing these benefits due to confusion or cultural stigma. Cultural 
differences are as important as language barriers. 

Immigration Status: Many Japanese older adults living in the U.S. for 
many years often wrestle with challenges of immigration status.  
Examples include losing essential paperwork to validate entitlement to 
services or a lapsed visa. This can cause individuals to live outside the 
system, not utilizing social services or health care, and allowing health 
conditions to worsen rather than seeking early intervention. Although 
resources might be available to them without a negative impact to their 
immigration status, cultural norms often create barriers in asking for  
help, further complicating anxiety about immigration status and fear  
of possible deportation.

Oldest of the Old: The group of older adults who are 85+ years old is 
growing proportionally at the fastest rate of all subsets of older adults. 
They face much more serious and pressing issues than the younger, 
healthier senior population. Challenges include: physical (e.g., frailty, loss 
of mobility, multiple and complicated health conditions, end-of-life related 
issues, and limited access to care due to lack of transportation), mental 
health (e.g., loss of mental capacities, grief and depression due to loss of 
spouse/family/friends), and higher incidence of social isolation  
and neglect.

The vulnerabilities described above are not exclusive and often overlap. 
KEIRO’s Board and staff will be developing ways to support the highest 
needs of Japanese American and Japanese older adults, their caregivers,  
and their support systems to positively impact the health and wellbeing  
of Our Community. 
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Approaching Aging through the Holistic Lens of  
Genki Living: the Eight Dimensions of Wellbeing

Launched well over a decade ago, KEIRO’s signature Genki Living program 
has offered a series of wellness promotion and education classes, trainings, 
and conferences that have focused on stimulating a positive, proactive 
approach to healthy aging. 

As KEIRO moves forward, Genki Living will take on a more profound role 
in addressing the complex needs of older adults in the Japanese American 
and Japanese community as well as for caregivers. Here is an overview of 
what Genki Living means.

Genki Living: the 8 Dimensions of Wellbeing is rooted in Japanese heritage 
and Japanese American values and traditions. It is a holistic framework 
that envisions the spectrum of issues and challenges that older adults face 
as they age so that individuals are seen not only from a lens of physical 
health. Genki Living is the foundation for KEIRO’s programming and helps 
promote comprehensive support that is provided in a culturally sensitive 
and appropriate way. 

Each of the eight dimensions of Genki Living describes a set of issues and 
potential needs for support and intervention. Each is a continuum from 
early planning and prevention that promotes wellbeing to addressing 
some of the most challenging issues that individuals and their families 
might face. The dimensions are closely interconnected, and balance across 
the dimensions is critically important to quality of life as older adults 
transition through life stages. The degree to which needs in any of the  
eight dimensions are met impacts quality and longevity of life.

Physical
This dimension is primarily focused on the physical health of an older 
adult from mobility to living with chronic illness. It involves access to 
quality medical care, how to address multiple health conditions and 
challenges, and coordination of medications. Food safety, nutrition and 
hydration, exercise, and appropriate and timely immunization are other 
aspects of physical dimension that can enhance or decrease life expectancy. 

Occupational
This dimension focuses on engagement in meaningful pursuits so that an 
older adult feels purposeful, valued, and fulfilled. It might be related to 
finding appropriate work experiences, volunteer opportunities, or civic 
engagement that draw on older adults’ skills, talents, and experience. It also 
involves keeping the mind and body alert and engaged, disciplined, and 
active, according to one’s capabilities.

Financial
Because Japanese Americans and Japanese older adults live longer than 
the average American, having adequate financial resources and support 
systems are important. Financial planning and financial support, including 
retirement resources, health and long-term care insurance, and estate 
planning can help, but many face restricted, diminishing or inadequate 
resources as they age. Family and community can be resources but asking 
for help is often self-limiting, because of perceived cultural norms and not 
wanting to be a burden.

Intellectual
Cultivating creativity, lifelong 
learning, and intellectual 
stimulation aids in sustaining 
mental capacity in older adults. 
However, this dimension is 
a continuum and declining 
memory and mental agility 
are a natural part of the aging 
process. Coping with memory 
loss or adapting to changes in 
mental capacity are amongst 
the most challenging issues 
for older adults and their caregivers. Dementia, Alzheimer’s, and other 
cognitive issues are increasing in a growing older adult population. 

Emotional
Aging is an emotional experience. We aim to address issues related to 
expressing levels of dependency, managing loss and grief, and transitioning 
between life stages. These require one to articulate wants and needs to 
maintain a strong quality of life in new ways as dependency on caregivers, 
including family members, grows.

Social
Isolation is one of the most under recognized issues facing older adults. 
This dimension involves promoting connections with family, friends, 
and neighbors as well as the challenges of building and rebuilding strong 
social support systems that address loneliness and seclusion. Reaching 
those that are cut off from regular social interactions is an extremely 
challenging issue and it becomes a vicious cycle if left unchecked. 
Expanding programs that connect older adults, keeping them engaged  
in community activities is a priority.

Spiritual
Beliefs and values are inner rudders to help as one navigates life decisions 
and life changes. They are especially important as one ages and faces end 
of life and loss. This dimension of wellbeing acknowledges the importance 
of sustaining older adults’ daily, weekly, or regular spiritual or religious 
practice. Spiritual practice can promote peace and equilibrium and 
can alleviate fear and anxiety about death, meaning, and connection. 
Unfortunately, the spiritual dimension is often under-recognized for its 
role in promoting health, inner peace, resilience, and social communities. 
Access to resources, centers, and support are critical.

Environmental
This dimension starts with the safety of the space in which one lives 
including assessment of living quarters for easy accessibility, prevention 
of falls or injury, and improvement of mobility within the home. It also 
involves personal safety and reduction of harm or violence including elder 
abuse, as well as issues of neighborhood and community safety. 

KEIRO’s Genki Living framework will continue to be used to assess the 
needs of older adults and caregivers, to develop programs to fill critical 
gaps in services, and to guide partnerships with the many organizations 
and groups working to support older adults in Our Community.

Environmental

Intellectual

PhysicalSpiritual

FinancialEmotional

Social Occupational

8
Dimensions
of Wellbeing
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Program Implementation Strategies to Achieve  
the Greatest Impact

This year marks an important and exciting transition for KEIRO. Formerly, 
KEIRO’s impact was achieved within the four walls of each of its high 
quality long-term health care facilities. With the sale of the facilities, 
KEIRO has significantly expanded its potential reach. Now its value will be 
measured by its impact on the lives of Japanese American or Japanese older 
adults, their families, and caregivers in Los Angeles, Orange, and  
Ventura counties. 

Program Areas, Needs, and Methodology
As we have shared in earlier eNewsletters, KEIRO’s three core program 
areas are:

	 •	Services	to	Older	Adults 
	 •	Support	of	Caregivers 
	 •	Programs	for	Current	Residents	of	KEIRO’s	Former	Facilities

In order to achieve greatest impact, we are prioritizing how KEIRO 
can best serve Japanese American and Japanese older adults in Our 
Community in greatest need and who are most vulnerable. These 
populations include older adults who are facing challenges due to:

	 •	Low	income 
	 •	Isolation 
	 •	Multiple	health	conditions 
	 •	Memory	and	cognitive	disabilities 
	 •	Monolingual	Japanese	speaking 
	 •	Immigration	and	residency	status 
	 •	Oldest	of	the	old

Our approach will use a holistic framework of Genki Living which  
views aging through the lens of eight dimensions of wellbeing:  
physical, occupational, financial, intellectual, emotional social,  
spiritual, and environmental. 

Implementation Strategies
Many organizations share this dedication to providing services to older 
adults in Our Community or supporting their caregivers. KEIRO wants 
to build upon their fine work and lend our capacity to help fill important 
gaps. Four strategies will be used to pursue our priorities and enhance the 
work of others who share our goals:

	 •	Collaboration	and	partnership 
	 •	Grantmaking 
	 •		Convening	service	providers	across	sectors	to	foster	greater	

communication, coordination, sharing and learning, and field building
	 •	Design	of	new	programs	to	address	critical	gaps	

Collaboration and Partnerships: Many other organizations serving 
needs in the Japanese American and Japanese community are providing 
social services and educational programming to older adults. Some are 
responding to the immediate needs of caregivers for resources and support. 

KEIRO doesn’t want to reinvent the wheel or duplicate efforts. Thus, we 
will seek to partner with community organizations to enhance their efforts. 
Working together, we can strengthen existing programs, increase services, 
and	fill	critical	gaps.	Partnership	and	collaboration	is	our	top	priority	
among the four strategies.

Grants Program: KEIRO grantmaking will be targeted to support 
organizations that are serving older adults and their caregivers in Our 
Community. This will provide an immediate infusion of resources to 
help expand and strengthen existing programs. In addition, it could 
encourage community organizations to design new services that harness 
their knowledge and connections to older adults and their families. The 
grantmaking program will be goal oriented, long term, transparent,  
and objective.

Convening:	Gathering	service	providers	periodically	and	regularly	is	a	
cost effective way to increase services to older adults and their caregivers. 
It enables organizations currently providing services to get to know each 
other and learn about each other’s work. It fosters sharing resources, 
perspectives, tools and lessons learned, especially in reaching the neediest 
and most isolated older adults with culturally sensitive approaches.  
It helps everyone avoid duplication and stimulates collaboration. KEIRO 
hopes to convene organizations from multiple sectors, including  
nonprofit organizations, government agencies, grantmakers, health care 
providers and community groups, including churches, temples, clubs,  
and associations. 

New Program Design: Key gaps in service delivery will emerge through 
collaboration, grantmaking, and convening. KEIRO will identify how it 
could design and implement new programs to fill urgent needs. Where 
other organizations often have to make hard choices due to lack of 
resources or the challenges of annual fundraising, KEIRO has greater 
freedom to undertake important programs for older adults and their 
caregivers in Our Community that may require significant investment of 
resources over time. Examples are: individualized needs assessment and 
interventions, in home care and support, and services rooted in one on 
one discussions with older adults and their families and caregivers to cope 
with multiple conditions, high needs, or end of life planning. That requires 
patience, cultural sensitivity, and trust established over time.

Pursuing	these	four	new	strategies	and	adopting	a	regional	approach	
require a culture shift and organizational change from top to bottom. 
We	are	recruiting	a	new	President/CEO	to	lead	our	work.	In	the	coming	
months, KEIRO will transform the board of directors to add individuals 
with new experience and skills, and also a strong level of engagement and 
knowledge of the community and its needs. Effective leadership will be 
vital to the successful implementation of KEIRO’s New Vision Framework.
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Core Values Guiding Our Way Forward

KEIRO’s values are the bedrock from which we were formed. They were 
first articulated by the Founders in the 1960s, and they have been used  
to shape our new strategic vision, goals, programs, and the way we 
operate. They inspire us and propel us towards our desired impact  
within the community. 

As KEIRO’s constituency expands to include the approximately 70,000 
Japanese American and Japanese seniors in Los Angeles, Orange, and 
Ventura counties, we will sustain our core values of respect for the elderly, 
integrity, compassion, community, and stewardship. In addition, we have 
added a sixth value, cultural sensitivity, which has long been the keystone 
of KEIRO’s work in Our Community.

During the planning process of the past year, the KEIRO Board of 
Directors took each of these values and developed a description of what 
they mean to the organization. Values are always aspirational, and the new 
KEIRO, emerging from the sale of facilities, strives to continue to embody 
these tenets both internally, in the way we work and govern operations, as 
well as externally, in the way we engage with Our Community.

Respect for the Elderly
KEIRO celebrates the lives of older adults and strives to support their 
needs so that they may live with dignity, vitality, and confidence.  
We continue to actively learn from older adults, drawing on their 
experience and knowledge to guide both our individual actions and 
organizational decisions.

Integrity
Our organization is guided by the core principle of integrity, which 
encompasses honesty, accountability, and responsibility in actions. 
We seek to earn and sustain the trust of community members and 
stakeholders by taking a thoughtful, deliberate approach to making  
wise investments that improve the health, wellbeing, and quality of life  
for older adults. 

Compassion
We work to ensure that Japanese American and Japanese older adults are 
served with compassion and can experience the best of health, home, 
family and community as they age. We care for Our Community’s older 
adults, especially the most vulnerable, and strive to meet them where they 
are in life without judgment.

Community
KEIRO has expanded its reach from serving 600 older adults in four 
direct health care facilities, to serving not only the residents of the former 
facilities but the 70,000 seniors in Our Community who live in Los 
Angeles, Orange, and Ventura counties. This includes the residents of 
our former facilities. We are also collaborating with experts, community 
leaders, stakeholders, and residents to refine future programs that  
are culturally relevant, effective, and meet the changing needs of  
Our Community.

Stewardship
We will always honor the legacy of our founders and supporters by staying 
true to KEIRO’s mission and infusing Our Community’s values into all 
programs. Through continuous assessment of the community’s evolving 
needs, we strive to formulate a sound vision and strategic goals that result 
in measureable impact. 

Cultural Sensitivity
Culture is a critical factor of success in all KEIRO program and service 
delivery. Our efforts are driven by Our Community’s beliefs, values, 
and traditions. We will continue providing culturally relevant and 
linguistically appropriate programs, services, and support systems.

These six important and interconnected values will serve as the rudders 
for KEIRO’s continuing commitment to enhancing the quality of senior 
life in Our Community.

If you have comments or suggestions about KEIRO’s future direction, 
please send them to: planningforthefuture@keiro.org.

7



『敬老』とは高齢者への尊敬を表す言葉
で、高齢者が値する尊厳と思いやりをも
って日系人コミュニティーで生きてゆく
ことを支援する本組織の、創立時からの
強い決意を象徴しています。日系人、日
本人コミュニティーに文化的背景を考慮
したアプローチを高齢者が必要とする限
り、高齢者の生活の質を向上することに
対する敬老の強い決意は続きます。

｢我々のコミュニティーの高齢者の生活の
質の向上｣という敬老のミッションは変わ
りません。

自宅で過ごしたいという高齢者の願いが
強くなり、施設での介護の活用が少なく
なり、さらに文化的対応ができるように
なると、『ミッション遂行』と宣言する
のが容易になるでしょう。 

しかし、敬老は創設時の1960年より現在

の方が高齢者支援にとって、より大切な
時であると認識しています。 

社会が高齢化しています。 

1960年、まだ敬老が計画段階だった頃、
米国人口の9％が65歳以上でした。2010
年にはその数字は13％となり、14年先の
2030年には20％に昇ると予想されていま
す。高齢者の人口比が増えるだけではな
く、実際の数も増えており、1960年には
16万5千人、2010年には4万268人、2030
年には7万2774人となります。 

https://www.census.gov/content/dam/Census/
library/publications/2014/demo/p23-212.pdf

さらに、65歳以上の高齢者の97％は看護
施設よりも在宅で高齢化を迎えます。日
系米国人、日本人コミュニティーも高齢
化しており、長寿となり、できる限り在

宅での暮らしを希望しているという状況
の中で、敬老のミッションは継続させね
ばなりません。 

ミッションへの強い決意の中で使われる
『コミュニティー』とは、日系米国人・
日本人の高齢者、その家族、介護提供
者、および彼らを支援する地域社会組織 
として定義されます。600人にしか対応
できない施設基盤のサービスから離脱す
ることによって、ロサンゼルス、オレン
ジ、ベンチュラ各郡の日系米国人、日本
人高齢者の約7万人に各種サービスを提供
できると推定しています。支援を必要と
する高齢者の周りには、それ以上の数の
家族や友人といった無償の介護提供者が
いることになります。

『ミッション遂行』と言えるまでには、
多くの作業があるのです。

敬老の新ビジョン構想：6部シリーズの第1回

ミッションは続く

敬老の新ビジョン構想：6部シリーズの第2回

3つのプログラム分野

敬老の新ビジョンの構想をお知らせする
シリーズの第2回目は新しいプログラムの
焦点についてです。理事会は、3つの核と
なるプログラム分野を定めました。

1. 高齢者へのサービス

日系米国人成人の25％は65歳以上です。
これは、65歳以上が全人口に占める割合
の倍になります。我々のコミュニティー
の高齢者比率は急増しており、当地域で
の日系米国人および日本人高齢者は長寿
化しています。

敬老は、日系米国人と日本人高齢者が知
識、資源、および支援を備えて自信をも
って高齢化を迎えることができるよう支
援しようとしています。そうすることに
よって、高齢者が我が家と呼ぶ場所で効
果的に自らとその福利を管理できるはず
です。敬老は、以下のような目的をもっ
て地域社会のパートナーや各種機関と協
力してゆきます。

•  元気リビングの原則の総体的なアプロ
ーチを通して高齢者の健康と環境を改
善する 

•  安全に暮らすことができる限り、自立
を希望する高齢者を支援する

•  孤立化を避けるために日系米国人、日
本人高齢者の間にコミュニティー意識
を育成する

•  末期に関する問題など、情報に基づく
決断と思慮深い計画ができるように、
高齢者とその家族を教育する

2. 介護提供者への支援

現在、日系米国人の3人に1人が介護提供
者です。ロサンゼルス、オレンジ、ベン
チュラ郡全体では約5万7千人の日系米国
人介護提供者がいます。その3分の2が女
性で、大半は家族です。 

人々が長生きし、施設ではなく在宅を選
ぶケースが増えているために、介護提供
者への要求と負担は増えています。介護
提供者は、その役割と関連して大変なス
トレスと負担に直面しており、多くの介
護提供者には休みを取る余地はほとんど
なく、今後も負担が増えることが予想さ
れます。

敬老は、介護に伴う身体的、心理的、金
銭的な負担を含めて、介護提供者の支援
制度の強化をするべく、サービス提供業
者、地元の代理店、コミュニティーセン
ターとの協力を続け、拡大していくこと
を期待しています。プロの介護士、ある
いは一般の方で介護をしている場合も含
めて、介護提供者がしっかりした訓練を
受けて、文化的背景を考慮し、変化し続
けるニーズに沿って適切な介護を提供で
きるように、その育成を支援していくこ
とを願っています。

3.  旧敬老施設の居住者のためのプログ 
ラム

敬老は、旧敬老施設の居住者への強い決
意を変えていません。3番目の核となる
プログラムは、現在のオーナーや運営会
社が提供する支援、資源、プログラムを
補足することに焦点を当てています。目
標は文化的背景を考慮したプログラムの
継続を保証することです。その第一歩と
して、敬老は居住者、施設管理会社、お
よび地域社会各組織と密接に協力しなが
ら、4施設のボランティアプログラムの管
理を続けます。 

3本のプログラムはそれぞれ元気リビング
の原則を中心としており、しっかり定義
された到達目標、測定可能な成果やイン
パクト、地域社会からのインプットに基
づいた目的によって導かれます。

高齢者の支援には地域社会全体が一つに
なって取り組むことが重要です。2014年3
月に開催された第4回健康ウェルネスと社
会に関する国際会議では、『家族支援に
加えて、高齢者が在宅を続けるためには
地域社会のパートナシップが不可欠であ
る…慢性病などの状況があっても年を重
ねてゆく高齢者のニーズに見合うには複
数の織り込まれた地域社会資源の協力が
必要』と指摘されています。 

ヘンリー・フォードは『一緒に集まるこ
とは第一歩、一緒にいられれば進歩、協
力できれば成功』 と述べています。8



敬老の新ビジョン構想：6部シリーズの第3回

サービスを一番必要とする人々にそれを提供することによって最大インパクト達成への努力

敬老のサービスの対象は、ロサンゼル

ス、オレンジ、ベンチュラ各郡にお住ま

いの日系米国人・日本人の高齢者、その

家族、そして介護提供者を含めておよそ7

万人以上に広がっています。  

しかし財政や職員などの資源には限りが

あります。それゆえ敬老理事会は、サー

ビスを一番必要とする人々にそれを提供

する方法を優先させることによって、最

大インパクトの達成を目指しています。

我々のコミュニティーの最も脆弱な高齢

者の特徴をご紹介します:

低所得。統計数値は誤解を生みやすいも

のです。全体として日系米国人はアジア

系米国人グループでは平均所得が一番高

いとされていますが、日系米国人・日本

人高齢者の中には所得や貯蓄に限りがあ

るとか、自宅だけが資産といった方々も

おられます。医療やその他の緊急事態が

生じると、バランスが崩れて財源がす 

ぐに無くなってしまうことも多々あり 

ます。

財源に限りのある高齢者には、基本的な

ニーズ（例えば、食事、住宅、医療な

ど）が得られなくなるという危険性があ

ります。在宅支援を得るための手立ても

できないし、健康状況の悪化や体が動

けなくなるといった深刻な状況の中で助

けを得ることもできなくなってしまいま

す。自らを制するという文化的な規範と

自尊心や責任感から、自らの弱い立場を

隠してしまうと、外部の支援からの連絡

を難しくさせることになります。

孤立。孤立は、日系米国人・日本人高齢

者を含めて、全ての高齢者が直面する

課題でありながら、最も認識されていな

いものの一つでもあります。研究による

と、定期的な社会対応の不足はうつ病、

依存症、健康状態の深刻な低下、精神疾

病や精神安定の喪失など、そして早死に

もつながりうる、ということです。日

系米国人・日本人高齢者を含めて高齢者

は、以下のような場合に孤立することに

なりがちです:   

•  歳を重ねるにつれ、配偶者、友人や親

戚の死去に伴って、社会支援システム

が無くなってしまう

•  地理的 に家族と遠く離れて暮らしてお

り(例えば、地域外とか外国とか)、そ

れゆえ、家族が介護提供とか精神的な

支援といった役割を果たせない

•  成人となっている子供と同居するため

に長く住んだ家から転居してしまい、

新たな友人もできず、慣れ親しんだコ

ミュニティーとのつながりも失くして

しまう

•  施設に住んでいるが訪問者もいない

複数の健康状況。特に75歳以上の高齢者

では、数種の薬を必要とするような様々

な合併症を患っていることがよくありま

す。この複雑さが個人の財源に圧力をか

け、高レベルの身体的な支援を要するこ

とになります。このことは家族の介護提

供者に影響を及ぼし、時間とともにニー

ズは悪化するばかりです。  

高齢者に対する難題や障壁を確認するた

めの在宅モニタリングもほとんどないの

が現状ですが、こうした難題や障壁とし

ては、在宅時の安全性、介護提供者支援

の適性、体が自由に動かないので栄養や

健康介護が守れないといった問題が挙げ

られます。

記憶と認知障害。精神能力に低下のある

高齢者、特に認知症やアルツハイマー症

を患っている高齢者は、一番ニーズの高

い高齢者といえます。記憶喪失と認知障

害は家族内の介護提供者に、身体的にも

心理的にも大きなストレスとなります。

家族の一員の状況が悪化するだけでな

く、介護提供者も愛する家族の一員との

関係においての認識喪失という感情面と

戦うことになります。研究によると 、実

際に、記憶や認知障害のある高齢者への

支援を提供することからの家族内の介護

提供者へのストレスは本人の健康状況の

悪化や場合によっては早死に至ることも

ある、とのことです。

単一言語の日本人。英語をあまりうまく

話せない高齢者は英語での意思疎通がう

まくできず、介護やサービスにアクセス

するために厳しい障壁に直面することも

あり得ます。

さらに、文化、インフラストラクチャ

ー、そしてサービス受け渡しモデルに精

通していることが社会への参加と機能に

重要です。例えば、日本では健康や支援

制度は政府の責任であり、全ての市民

は適切で総合的な介護を受ける権利があ

ります。米国では、制度への参加には煩

雑な手続きが必要で、適格性の要件も複

雑であり、標準型サービスではなく様

々な局面でのサービスを選んで受けるこ

とになります。永住権を持っている人々

でソーシャルセキュリティー（社会保障

年金）とメディケア（公的高齢者医療保

険）の資格を持つ人々も誤解や文化的な

烙印のためにこの給付を受けていないこ

ともあります。文化の違いというものは

言語の障壁と同じくらい重要です。  

移民状況。米国在住の日系人高齢者の多

くは、長年、移民状況の難問と戦ってき

ました。例としては、サービスへの資格

を証明する重要書類の喪失や、期限切れ

のビザがあります。こうした問題がある

と、その本人は社会サービスや医療保険

が利用できずに制度外になって、早期に

介入をするより健康状況が悪化してしま

うことになります。移民状況に影響を及

ぼすことなくこうした人々に入手可能な

資源もあるのですが、文化的な基準から

すると助けを求めることにはためらいが

あり、移民状況や強制送還の可能性への

懸念からさらに状況を複雑にしてしまい

ます。

高齢者中の最高齢者。85歳以上の高齢

者グループは、高齢者人口の中でも最も

急速に増えています。このグループは、

若くて健康な高齢者よりも深刻で差し迫

った課題に直面しています。課題として

は、身体的 （例えば脆弱、移動性の喪

失、複数かつ複雑な健康状況、末期関連

課題、輸送手段がないことから生じる介

護へのアクセスの制限）、精神健康 （例

えば、精神能力喪失、配偶者・家族・友

人の喪失による心痛やうつ病）、そして

社会孤立や過怠といった状況が起こりや

すいといったことがあります。

上述の脆弱性は重複して起こることが多

いものです。敬老の理事会と職員は、我

々のコミュニティーの健康と福利に積極

的なインパクトを及ぼす日系米国人・日

本人高齢者、その介護提供者、そしてそ

の支援制度の最も高いニーズを支援する

方法を作成中です。 
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敬老の目玉となっている元気リビングプ

ログラムは10年以上前に開始されました

が、健全な高齢化への積極的・建設的な

アプローチの奨励に焦点を当てた一連の

福利振興、教育クラス、トレーニング、

各種コンファレンスなどを提供してきま

した。  

敬老が前進を遂げるにつれて、元気リビ

ングも日系米国人・日本人コミュニティ

ーの高齢者や介護提供者の複雑なニーズ

に取り組む中で一層深遠な役割を果たす

ことになります。元気リビングの意味は

概略すると以下のようになります。

元気リビング: 福利の8局面は、日系の遺

産や日系米国人の価値観や伝統に根ざし

ています。高齢者が年を重ねる中で直面

する課題や難問の範囲を具体化する総合

的な骨組みであり、身体的な健康という

側面からだけではなく個人の総体を見る

ものです。元気リビングは敬老のプログ

ラム作成の基盤であり、文化的に敏感で

適切な方法で提供される総合的な支援の

促進を助けるものです。  

福利の8局面のそれぞれは、支援と介入

の課題と潜在的なニーズを説明していま

す。各局面は個人や家族が直面する可能

性のある最も難しい課題と取り組むため

に、その初期計画から介入まで連続性を

持っています。さらに、各局面はそれぞ

れに密接に関連していて、それらのバラ

ンスを保つことが、高齢者個人々々の生

活状況の変化の中での生活の質に非常に

重要となります。8局面においてどのニー

ズ が満たされているかという度合いが生

活の質と寿命に影響をもたらします。

身体面。この局面は、高齢者が体を動か

せる能力から慢性病を抱えて暮らすこと

までの身体の健康に主たる焦点がありま

す。質の高い医療介護へのアクセス、複

数の健康状況や難題との取り組み方法、 

薬理学的な介入の調整などが含まれま

す。また、食品の安全性、栄養や水分補

給、運動、適切で時宜を得た予防接種や

寿命を強化・低下させるようなその他の

身体局面が含まれます。 

作業面。この局面は、高齢者が目的意識

をもって、価値を見出し、自己達成感が

あると感じるような意味のある事を追求

する取り組みに焦点を当てています。

高齢者の技能、才能や経験を活用できる

ような適切な作業体験、ボランティア機

会、あるいは市民運動への参加などに関

連しているかもしれません。それぞれの

能力に応じて、注意を怠らずに取り組

み、規律があり、活発な心と体が大切 

です。

財務面。日系米国人・日系人高齢者は平

均的な米国人より長生きするので、適切

な財源と支援システムを持っていること

が大切です。引退後の資金、健康や長期

介護保険、遺産計画を含めての財務計画

作りや財務支援は助けとなりますが、多

くの人々は年を重ねるにつれて資金が限

られる、低減する、あるいは不適切とな

るといった問題に直面します。家族と地

域社会は、支援の源となりえますが、支

援を求めることが文化的な規範や負担に

なりたくないという自己規制のために難

しいということもあります。

知的面。創造性を養うこと、生涯学習、

知的な刺激というものは高齢者の精神能

力を保持する助けとなります。しかし、

この局面は連続体であり、記憶と精神面

での機能低下は高齢化のプロセスでは自

然に生じるものです。記憶喪失との対応

や精神能力の変化への適応は、高齢者と

その介護提供者にとって一番の難題で

す。認知症、アルツハイマー症、その他

の認知問題は、増加を続ける高齢者グル

ープの中でも特に拡大しています。   

感情面。歳を重ねるということは感情的

な経験です。我々の目的は、依存レベル

の表現、喪失や心痛の管理、人生の段階

における移行に関わる課題に取り組むこ

とです。家族を含めて介護提供者への依

存をしながらも新たな方法で良い生活の

質を維持するためには、本人が希望やニ

ーズをはっきり表現することが求められ

ます。 

社会面。孤立は高齢者が直面していなが

ら、あまり認識されていない課題の一つ

です。この局面では、家族、友人、近隣

の人々とのつながりの促進と、さらに孤

独と隔離に取り組む強い社会支援制度の

構築・再構築という難題が含まれます。

通常の社会との対応から切り離された人

々に手を伸ばすことは非常に難しい課題

であり、点検が行われないと悪循環にな

ってしまいます。高齢者をつなぎ、地域

社会の活動に高齢者が取り組み続けられ

るような地域社会プログラムの拡充が優

先課題です。

信仰面。信仰や価値観というものは、人

が人生の決断や変化を行うときの助けと

なる内的なカジといえます。特に年を重

ねたり、生命末期や喪失に直面するとき

に特に重要になります。元気リビングの

この局面では、高齢者が毎日、毎週、あ

るいは定期的に精神・信仰の実践を維持

することの重要性を理解しています。信

仰の実践は平和と平安を促進し、死ぬこ

と・その意味や関係といったことに対す

る恐れや不安を低減できます。残念なこ

とに、信仰面というものは健康、内的な

平安、柔軟性、社会的な地域社会の促進

という役割をするにもかかわらず十分に

それが認識されていません。リソースや

集会場、支援へのアクセスは重要です。

環境面。この局面は、アクセスのよい住

まいの査定、転倒や怪我の予防、自宅内

での移動性などを含めて高齢者の住んで

いる場所における安全面から始まりま

す。さらに、個人の安全性や高齢者虐待

を含めて危害や暴力の削減、そして近隣

地区や地域社会内での安全性の課題とい

ったものが含まれます。  

敬老の元気リビングの構想は、高齢者と

介護提供者のニーズの査定や、各種サー

ビスの重要なギャップを埋めるプログラ

ムの作成のために、また我々のコミュニ

ティーで高齢者を支援するために働いて

いる多くの組織とのパートナシップのガ

イドとして、継続して活用されます。

敬老の新ビジョン構想：6部シリーズの第4回

元気リビング通じて総体的な高齢化へのアプローチ: 福利の8局面
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今年は敬老®にとって重要、かつ心躍る移

行期です。これまでは敬老のインパクト

は質の高い医療介護を提供する4施設内に

限られていました。施設の売却と共に、

敬老はその対応範囲を大きく拡大しまし

た。今や敬老の価値というものは、ロサ

ンゼルス、オレンジ、ベンチュラ各郡の

日系米国人や日本人高齢者、その家族、

介護提供者の生活に及ぼすインパクトに

よって測られることになります。  

プログラムの分野、ニーズ、手法

これまでの電子版会報でお知らせしたよ

うに、敬老の3つのプログラム分野は以下

の通りです:

• 高齢者へのサービス

• 介護提供者の支援

•  敬老旧施設の現居住者向けのプログ 

ラム

最大インパクト達成のために、私たちの

コミュニティーにおいて最もニーズが高

く、最も脆弱な日系米国人や日本人高齢

者に最善のサービスを提供できる方法に

優先順位を置いています。こうした人々

には、以下のような難問を抱えた高齢者

が含まれます:

• 低所得

• 孤立

• 複数の健康状況

• 記憶や認知障害

• 日本語しか話せない

• 移民状況

• 高齢者の中でも最高齢

私たちのアプローチは、元気リビング®の

総合的な構想に基づきますが、これは福

利の8つの局面にそれぞれ備わっているレ

ンズを通じて高齢化を考えるもので、そ

の8つの局面とは、身体面、作業面、財務

面、知性面、感情面、社会面、宗教面、

環境面です。 

実施戦略

多くの組織や団体は、私たちのコミュニ

ティーにおける高齢者へのサービス提供

への熱意や献身を共有しています。敬老

は、それらの団体や組織の素晴らしい活

動の上に構築すること、そして、サービ

スやリソースのギャップを埋めるために

支援していくことを希望しています。私

たちの優先順位を追求し、目標を共有す

る他組織の活動を強化するために、以下

の4つの戦略が用いられます:

• 協力とパートナーシップ

• 助成金制度

•  より大きな意思伝達、協力、共有と学

習、そして領域構築を育成するべく、

セクターを超えてサービス提供業者を

招集

•  サービスやリソースのギャップを埋め

る新プログラムの設計 

協力とパートナーシップ: 日系米国人

や日本人コミュニティーにおいて必要な

サービスを提供する多くの他組織は、高

齢者に社会サービスや教育プログラムも

提供しています。中には、リソースや支

援のために介護提供者の早急なニーズに

対応している組織もあります。敬老は、

そのようなサービスを新たに独自で始め

る、あるいは重複させるといった努力は

したくありません。それゆえ、私たちは

他の組織の努力を強化するために、コミ

ュニティー組織とパートナーになること

を求めています。協力することで、既存

のプログラムを強化し、サービスを拡大

し、サービスやリソースのギャップを埋

めることができます。パートナーシップ

と協力は、4つの戦略の中でも最優先事

項です。

助成金制度: 敬老の助成金制度は、私た

ちのコミュニティーで高齢者や介護提供

者にサービスを提供している組織への支

援に焦点を絞っています。これは、既存

プログラムの拡大と強化を助ける資源を

直ちにに注入することです。さらに、コ

ミュニティー組織が高齢者とその家族へ

の知識と関係を役立てる新サービスを設

計するよう奨励することにもなるでしょ

う。この助成金制度は、長期的で透明性

があり、目標達成に向けて取り組まれる

客観的なものです。

招集: 定期的、規則的にサービス提供

者を招集する事は、高齢者やその介護提

供者へのサービス増大のためにコスト効

率の良い方法です。招集することによっ

て、現在サービスを提供している各組織

はお互いに親睦を深め、それぞれのサー

ビス内容について学ぶことができます。

リソース、視点、ツール、教訓を共有す

ることを促しますが、特に、最もニーズ

の高く、最も孤立している高齢者と、文

化的な背景を考慮したアプローチによっ

てつながりを持つことを促します。各組

織のサービス重複を避け、協力を促進す

ることにつながります。敬老は、非営利

組織、政府各局、助成金提供団体、健康

介護提供者、また、教会、お寺、教会な

どのコミュニティー団体を含めて、多様

なセクターからの組織を招集したいと願

っています。

新プログラム設計: 協力、助成金制度、

そして招集を通じて、サービス提供のの

重大なギャップが、浮き彫りになってく

るでしょう。そこで、敬老は、早急なニ

ーズに対応するための新プログラムの設

計と実施方法を見つけ出します。リソー

ス不足や年次基金集めの難問によって、

各組織は時として難しい選択に迫られる

こともあります。私たちのコミュニテ

ィーの高齢者とその介護提供者にとって

重要なプログラムの中には、長期的に重

大な資源投資を要するものもあります。

敬老は、これまで以上に、自由にそれら

に着手することができます。例えば、個

別化したニーズ査定と介入や在宅での介

護と支援です。さらに、複数の状況への

対応、、高いニーズ、あるいは、人生末

期への計画作りなどの高齢者とその家族

との一対一の話し合いに基づいたサービ

ス、などです。こうした例では、忍耐、

文化的な背景への考慮、長期的に築き上

げられた信頼が求められます。

こうした4つの新戦略を追求し、地域的

なアプローチを取り入れることは、文化

的なシフトと組織の幹部から下層部まで

の変化が必要になります。私たちの活動

をリードしてくれる新理事長兼CEOを目

下探しています。今後、敬老は、理事会

を変革し、新たな経験と技能をもち、コ

ミュニティーとそのニーズに高度の関心

と知識のある人々を加えていきます。効

果的なリーダーシップは、敬老の新ビジ

ョン構想の実施を成功させるために不可

欠です。

敬老の新ビジョン構想：6部シリーズの第5回

最大インパクト達成のためのプログラム実施戦略
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敬老の価値観は、設立からずっと堅固な

ものです。1960年代に創設した人々に

よって明確にされ、私たちの新しい戦略

的なビジョン、目標、プログラム、運営

方法などを形成するために用いられてき

ました。コミュニティーにおいて私たち

が望むインパクトに向けて私たちを触発

し、前進させてくれます。  

敬老が対象とする人々は、ロサンゼル

ス、オレンジ、ベンチュラ各郡における

7万人の日系米国人や日本人高齢者を含め

るようになり拡大していますが、高齢者

への敬意、誠実さ、おもいやり、コミュ

ニティー、そしてスチュワードシップ（

監督・報告の責務）といった核となる価

値観を保持しています。さらに、6番目の

価値観として文化的な背景への考慮を加

えましたが、これは長い間私たちのコミ

ュニティーでの敬老の活動の要となって

いました。

この一年間の計画作りの過程では、敬老

の理事会はこれらの価値観の一つ一つを

取り上げ、その意味に対する説明を作成

しました。価値観はいつも向上心を起こ

させるもので、施設の売却を終えた新た

な敬老は、 内部的に活動し運営する中

で、また、私たちのコミュニティーでの

取り組みの中でも、こうした信条を具体

化するように努めています。 

高齢者への敬意。敬老は高齢者の生命を

祝福し、彼らが尊厳、活力、自信をもっ

て生活できるように、彼らのニーズを支

援することに努力しています。私たちは

高齢者から積極的に学び続け、個人的な

行動や組織としての決断への指針として

高齢者の経験と知識をくみ上げていき 

ます。

誠実さ。敬老は、核となる価値観として

の誠実さによって導かれており、これは

正直さ、説明責任、行動に対する責任に

およびます。私たちは、高齢者の健康や

福利、生活の質の向上のために賢明な投

資を行うべく、思慮深く、慎重なアプロ

ーチをすることによって、コミュニティ

ーの方々や利害関係者の信頼を取得・保

持することを求めます。                                     

おもいやり。私たちは、日系米国人や日

本人高齢者が思いやりのこもったサービ

スを受けられること、年を重ねるにつれ

最善の健康、家庭、家族、コミュニティ

ーを経験できること、を保証していくよ

う努めます。私たちのコミュニティーの

特に最も脆弱な高齢者を大切にし、こう

した高齢者にその生活の場で見合ったニ

ーズを提供できるよう努力します。 

コミュニティー。敬老は、直接的なサー

ビスを提供した医療介護4施設で600人

の高齢者を対象とすることから、旧施設

の居住者向けだけに限らず、ロサンゼル

ス、オレンジ、ベンチュラ各郡に住む私

たちののコミュニティーの7万人の高齢者

を対象範囲として拡大しました。このよ

うに、対象範囲には旧施設の居住者も含

まれています。さらに、専門家、地域社

会の指導者、利害関係者、住民と協力し

て、文化的な背景への考慮があり、効果

的な将来のプログラムへの改善し、私た

ちのコミュニティーの変化を続けるニー

ズに見合うようにしてゆきます。 

スチュワードシップ（監督・報告責任）。

私たちは、敬老のミッションに真実であ

り続け、我々のコミュニティーの価値

観を全プログラムに注入することによっ

て、創設者・支援者諸氏が残した遺産を

大切にします。コミュニティーの進化を

続けるニーズを継続して査定しながら、

測定できるインパクトをもたらす健全な

ビジョンと戦略的な目標の作成に努力し

ます。  

文化的な背景の考慮。文化は敬老のプロ

グラムとサービス提供の成功に欠かせな

い要素です。私たちの努力は、私たちの

コミュニティーの信念、価値観、伝統に

よって動いています。私たちは、文化的

な背景への考慮があり、言語的にも適切

なプログラム、サービス、支援制度の提

供を続けていきます。 

6つの重要でかつ共に関連している価値観

は、私たちのコミュニティーにおける高

齢者の生活の質を向上させるという敬老

の継続的な強い決意への指針としての役

割を果たします。

敬老のこれからについてのご質問やご意

見はplanningforfuture@keiro.orgまでお寄せ

ください。
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